
居宅介護支援・介護支援専門員
（ケアマネジャー）とは？

在宅介護のパートナーとして、要介護者や家族からの相談に応じ、
要介護者一人ひとりのケアプランを立てます

介護支援専門員（ケアマネジャー）は、要介護者や家族から生活全般に関する相談を受け、心身の状況に応
じたサービスが適切に提供されるようサービス担当者等と連絡調整を行い、要介護者がその有する能力に
応じて、自立した日常生活を送れるようにサポートする専門職です。

インテーク面接等で、要介護者や家族の今後の生活のあり方（意向）や人生の目標を、一緒に考えます。
①インテーク（ 面接 ）

要介護者の心身の状態や生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を明らかにし、課題を分析します。
②アセスメント（ 要介護者のニーズの把握・心身の状態等の課題分析 ）

要介護者のニーズやアセスメントに基づき、自立支援にそったケアプランの原案を作成し、サービス担当者等の連絡
調整を行います。

③ケアプラン（ 介護サービス計画 ）の作成

要介護者の今後の生活のあり方や人生の目標を実現するために、どのような目標を立て、どのような支援を行えばよ
いのかを、要介護者、家族、サービス担当者等が集まって会議をします。その後ケアプランの作成と要介護者・サービ
ス担当者等への交付を行います。

④サービス担当者会議

サービスを提供するなかで、要介護者の今後の生活のあり方（意向）や人生の目標に変更・改善すべきところがないか
を常に確認し、モニタリング（再評価）をして、ケアプランの見直しを行い、継続的な管理を行います。

⑤モニタリング

今後、住み慣れた地域で高齢者等ができる限り自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まいを中心として医
療・介護・予防・生活支援といったサービスを一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築に向けて、その人が心身
の状況に応じて最適なサービスが受けられるように、個々のサービスの連絡・調整だけでなく、「必要だが地域には無
いサービス」を創出していく取組も考えています。

⑥要介護認定等の申請代行

①インテーク（面接） ② アセスメント

⑤ モニタリング

③ ケアプラン
（原案）の作成

④サービス担当者会議
ケアプランの作成と要介護者・サービス担当者等への交付

ケアプランの実施
サービスの提供

介護支援専門員（ケアマネジャー）の役割と流れ

～ケアプランの実施、サービスが提供される～

《ケアマネジメントの流れ》

　我が国では、高齢化の急速な進展により、医療ニーズの高い高齢者や重度の要介

護者が増加を続けており、それに伴い、医療や介護のサービスを受けられる方々の

ニーズも多様化しています。

　これらの方々が、今後も住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるためには、多

様化するニーズに応えるとともに、効率的にサービスを受けられるよう、それぞれの

サービスをつなぐ仕組みづくりが求められています。

このため、本市では、医療・看護・介護・福祉等の専門職が連携し、情報を共有しな

がらサポートしていく体制を構築し、高齢者を地域全体で支えていくことが重要で

あるとの認識の下、この度、在宅医療・介護を支える病院・診療所、歯科診療所、薬

局、訪問看護、介護保険事業所のほか、有料老人ホーム等の住まいや、家事援助等の

インフォーマルサービスの情報を一冊にまとめた「高松市在宅ケア便利帳」を作成し

ました。

　この便利帳が、医療・介護・住まい・介護予防・生活支援を一体的に提供する「地域

包括ケアシステム」の構築に向け、安心して医療と介護が受けられる地域づくりの一

助になれば幸いです。

　最後に、この便利帳の作成に当たり、貴重な御意見や多大な御協力をいただきま

した吉澤委員長を始めとする高松市在宅医療連携会議の委員並びに高松市医師会

など、関係団体の皆様に心から感謝申しあげます。

～はじめに～

高松市長　大　西　秀　人

　平成２9年２月
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医  療病気になったら

在宅医療を担う専門職種
などの連携強化

在宅でも安心して医療を受けられるように、
地域の「かかりつけ医」を中心とした訪問診
療や往診を含めた24時間対応の在宅医療
を始めとして、看護師
などによる訪問看護、
歯科医師、薬剤師など
との連携等、医療環境
を整備・充実していま
す。

介 護介護が必要になったら

訪問介護、通所介護、
短期入所生活介護 など

介護が必要になっても、在宅を中心に生活が
できるように、訪問介護（ホームヘルプサービ
ス）、通所介護（デイサービス）、短期入所生
活介護（ショートステイ）などのサービスを充
実させ、よりきめ細かく在宅での暮らしをサ
ポートする「地域
密 着型サービ
ス」も強化して
います。 

住まい
高齢になっても住み続けることが
できる住まいの整備・充実

地域包括ケアシステムと
「自助・互助・共助・公助」

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、一人一人の状態に応じて、自分らしい暮らしを続
けられるよう、「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」が切れ目なく提供される地域づくりのことです。
地域の特性やニーズに応じて、高齢者の生活を一体的・継続的に支えていきます。

自宅のバリアフリー化のための住宅改
修支援を始め、サービス付き高齢者向
け住宅など高齢者のニーズに合わせた
生活基盤を整備しています。

住み慣れた地域で自
分らしく

暮らすた
めに

介護予防いつまでも元気に 暮らすために

●介護予防教室 ●自主的な健康づくりの推進
●介護予防ボラン ティアの養成

生活支援いつまでも元気に暮らすために

●高齢者の居場所づくり ●高齢者の社会参加
●高齢者の見守り、安否確認
●要介護・認知症高齢者等支援

ひとり暮らしや認知症の高齢者の増加に対応するために、
様々な生活支援サービスを行っています。

自治会 老人クラブ

ボランティア・NPOなど 社会福祉　協議会

地域コミュニティ協議会

◆地域包括ケアシステムの構築に当たっては、
「医療」「介護」「介護予防」といった専門的
　サービスの前提として、「生活支援」と「住ま
　い」といった分野が重要です。

◆自助・互助・共助・公助をつなぎあわせる
　（体系化・組織化する）役割が必要です。

◎自らの力で生活を支え、健康を維持する。

1 地域包括ケアシステムとは…
1　地域包括ケアシステムとは…

運動、栄養、口腔機能、 認知症予防、うつ・閉じこもり予防など
をテーマにした介護予 防教室や、老人クラブ、地域のボランテ
ィア活動などを通じて 介護予防を推進しています。

自 助

◎インフォーマルな相互扶助。
近隣の助け合いやボランティアなど。

互 助

◎社会保険など制度化された（フォーマルな）
相互扶助。

共 助

◎自助・互助・共助では対応できない困窮者に
対して、必要な生活支援を行う社会福祉など。

公 助
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《高松市在宅医療介護連携推進会議》

高齢化が急速に進み、医療ニーズの高い高齢者や要介護者が増加しています。高齢や病気、
障がい等で医療や介護が必要になっても、一人一人の状態に応じて、住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを続けることができるよう、ご本人やご家族の気持ちに寄り添えるような支
援が求められています。

在宅での療養を支えるには、医療・看護・介護・福祉などの専門職が連携し、情
報を共有しながらサポートしていく体制をつくり、地域みんなで支えていくこと
が重要となります。

高松市では、医療や介護が必要な人が、可能な限り、安心して住み慣れた地域で暮らし
続けられる社会を目指しています。
在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を構築するため、高松市医師会に委託し
て、平成26年度に「高松市在宅医療連携会議」を設置しました。平成29年4月からは、

「高松市在宅医療介護連携推進会議」に名称変更し、引き続き在宅医療と介
護に関わる関係者の情報共有と連携の強化に向けた関係団体の連絡調整を行うた
め、2か月に1回（年6回）会議を開催していきます。
下記の項目を中心に、検討を進めています。

市町村

歯科診療所

関係機関の
連携体制の
構築支援

後方支援、
広域調整等
の支援

◎地域の医療・介護関係者による会議の開催
◎在宅医療・介護連携に関する相談の受付
◎在宅医療・介護関係者の研修　など

介護サービス
事業所

病院・診療所
（有床診療所）

訪問診療

一時入院一時入院
急変時の診療や
一時受入れ

訪問
診療
・往
診、

訪問
看護
、

訪問
リハ
ビリ

訪問看護
事業所

利用者・患者

都道府県
・保健所

◆地域の医療・介護の資源の把握と情報の共有
◆在宅医療と介護サービスが切れ目なく提供できる体制づくり
◆情報共有ツールや地域連携クリティカルパス等の活用により、
　医療・介護関係者の情報共有を支援
◆医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの養成
◆多職種連携のための研修会の開催
◆地域住民への普及・啓発

2 医療と介護の連携について…

連携

DENTAL CLINIC

薬 局

2　医療と介護の連携について…

地域包括
支援センター

在宅医療・
介護連携支援に
関する相談窓口

訪問指導

介護
サー
ビス

訪問看護、訪問理学療法・作業療法・言語聴覚療法
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長期の療養生活を送る場合、病院での入院生活を思い浮かべる人が多いと思いますが、在宅医療や看護、介
護などの様々なサービスを利用して、病院ではなく、住み慣れた自宅で療養生活を送ることも可能です。

安心して在宅生活を続けられるよう、かかりつけ医をはじめ、様々な職種が連携して在宅療養
を支えています。

実際に利用している人の主な病気には、がん、脳血管疾患、認知症、COPD（慢性閉塞性肺疾患）などが挙げ
られます。また、難病や障がいがある人、筋力の低下により寝たきりになった人なども利用しています。 

自宅で療養したいと思っても、もしもの時の不安感がないとは言い切れ
ないのではないでしょうか？在宅療養をしていても、その時のご本人やご
家族の状況や気持ちを第一に考え、最適な選択をすることが重要です。
そのような時には、ぜひ、在宅療養に関わる様々な職種に相談してみてく
ださい。また、元気な時から、医療や介護が必要になった時にどうしたい
かについて、周囲の人と話し合っておくことも大切なことです。

3 在宅療養を選んでみませんか？  ４ 在宅療養を支えるサービスについて
４　在宅療養を支えるサービスについて

住み慣れた自宅で「医療」や「介護」を
受けながら、自分らしく療養生活を送
ることが可能です！

どのような人が在宅療養を受けられるの？

在宅療養も良いけど少し不安かも・・・

★皆さんは、ご自身やご家族が医療や介護が必要になった時、
　どこで、どのように暮らしたいですか？

■在宅療養の相談は・・・
◆病院から退院する場合 ⇒病院の医師、看護師、地域連携室に相談！
現在入院中の人は、入院先の医師、看護師、地域連携室などに相談してみましょう。地域連
携室では、専門の看護師や医療ソーシャルワーカー（10ページ）が、ご本人とご家族の状況
に応じて、退院後の生活や利用するサービスの調整を行います。

◆入院していない場合 ⇒かかりつけ医、高松市の相談窓口に相談！
現在入院していない場合は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。かかりつけ医がいな
かったり、在宅医療が可能な病院・診療所がわからない場合は、高松市の相談窓口（23
ページ）に相談してみましょう。

いろいろな職種の人たちのサポートで、
安心して療養生活を送ることができます！

医療に関わるスタッフ（医師、看
護師、リハビリ専門職等）が、
ご自宅に伺い、サービスを提供しま
す。状態が悪化して専門の治療が
必要になった時は、短期間の入院治
療等を行います。

病院・診療所

歯科に関わるスタッフ（歯科医
師、歯科衛生士等）が、ご自
宅に伺い、サービスを提供しま
す。訪問により、継続的な口腔機
能の維持、管理を行います。

歯科診療所

介護サービス事業所

介護が必要になっ
た場合、ケアマ
ネジャーがケア
プランを作成し、
介護サービス事
業者との調整など
を行います。

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター

薬剤師が、医師から
処方された薬を調剤
し、きちんと服用できる
ように工夫したり、副作
用や飲み合わせの確認
をします。

薬　局 訪問看護事業所

介護に関わるスタッフが自宅に伺い、
サービスを提供します。訪　問
日中に自宅から施設に通って、各種サー
ビスを受けます。通　所

自宅だけでなく、“施設で暮らす”
という選択肢もあります。

施設入所

介護家族の休息などのために、
短期間、施設に宿泊できます。

短期入所

訪問診療・往診、
訪問看護、訪問リハビリ

介護サービス

訪問診療

訪問指導

一時入院
急変時の診療や
一時受入れ 《在宅療養者》

相談・支援

訪問看護ステーションから
看護師やリハビリ専門
職等がご自宅に伺い、サー
ビスを提供します。

3　在宅療養を選んでみませんか？

訪問看護、
訪問理学療法・
作業療法・言語聴覚療法
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病 院・診 療 所

在宅療養支援病院・診療所とは？
通院が困難になった時、医師や看護師等が自宅を訪問して診療や治療、処置などを行うことを「在宅
医療」と言います。在宅医療は、下記のように「訪問診療」と「往診」の大きく二つに分かれます。
在宅医療は、加入の医療保険で受けることができます。原則として、かかった医療費の1～3割が自己負担とな
ります。ただし、負担割合は、医療保険の種類や所得、年齢などによって異なり、医療費が高額になった場合
は、限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度などもあります。詳しくは、加入の医療保険にご確
認ください。在宅医療を希望する人は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

24時間365日体制で、他の病院・診療所等と連携を図りつつ、訪問診療や往診を行う病院・診療所
のことです。中でも在宅医療に関わる医師が3名以上在籍し、かつ看取りや緊急往診等の実績のあ
る診療所が機能強化型在宅療養支援診療所（病院）です。医師3名の条件を単独の医療機関で満た
していれば独立型、複数の医療機関との連携で満たしている場合を連携型と呼びます。

在宅療養後方支援病院とは？

在宅療養支援診療所等の医師が一時的に入院が必要と判断した時に、在宅
療養者を受け入れる協力病院のことです。

訪問診療 往　診
通院が困難で、継続的な診療が必要な
人に定期的・計画的に医師が訪問して、
診察、治療、薬の
処方、療養上の
相談・指導など
を行います。

急な病状の変化に対して、ご本人やご家
族からの要請に基づき、不定期に医師が
訪問して、診療、治療、薬の処方などを行
います。

■在宅において診療できる疾患
●認知症　●脳血管疾患　●慢性腎不全　●糖尿病
●呼吸器慢性疾患　●消化器慢性疾患　●末期がん　●神経難病　など

■在宅において対応できる処置
●在宅酸素　●中心静脈栄養　●経管栄養（胃ろう・経腸・経鼻胃管）

●人工呼吸器管理　●褥瘡処置　●緩和ケア　●持続モルヒネ注射

●膀胱留置カテーテル　●膀胱ろう　●胸水・腹水穿刺

●気管切開部管理　●看取り　など

■在宅において対応できる検査

●血液・尿検査　●超音波検査　●心電図検査　など

在 宅 医 療

医療ソーシャルワーカーを知っていますか

■具体的には、下記のようなことを行います。
1. 在宅療養に関する不安や悩みについてご相談に乗ります。
2. 退院に向けて、安心して在宅療養ができるように関係機関との調整を行います。
3. 在宅療養の関係機関やスタッフと連携を図りながら、自宅で安心して療養生活を
　 継続できるようサポートします。
4. 在宅療養に関する費用のご相談や、各種制度やサービスの情報提供及び利用手続
　 きを支援します。

？
医療ソーシャルワーカーは、医療機関等において、社会福祉の立場から患者さんやその家族
の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を
行う専門職です。

★患者さん及びご家族の希望に寄り添った支援を行います。
　個人情報は守られますので、安心してご相談ください。

◆4－1　医療サービスについて

在宅でも、病院・診療所と同じような
医療を受けることも可能です

★在宅において診療・対応できる疾患・検査・処置については、各病院・診療所に
　より異なりますので、まずはかかりつけ医にご相談ください。

４　在宅療養を支えるサービスについて

じょくそう
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ご自身での通院が困難な人に、自宅・病院・施設に訪問し、歯科治療や口腔ケアなどを行うことを「訪
問歯科診療」と言います。「訪問歯科診療」を希望する場合は、まずは、「かかりつけ歯科医」又は「高松
市歯科医師会」に相談しましょう。

在宅で療養していて薬局に行くのが困難な人に対して、薬剤師が自宅を訪問して、薬に関する説明や相談、

薬の整理などの服薬管理を行う体制が整えられています。具体的な内容については、下記のとおりです。

①きちんとお薬を飲めているか、飲み残しはないか等について確認します。

②複数の医療機関から出ている薬や、普段使っているサプリメントとの飲み合わせ
　等について問題がないか確認します。

③自宅でのお薬の管理方法について確認し、相談に乗ります。

④お薬や在宅医療に必要な介護用品についての相談に乗ります。

利用を希望する場合は、まずは「かかりつけ薬局」に相談しましょう。

適切な研修の修了・訪問歯科診療の実績・歯科衛生士の配置など、必要
な施設基準を満たし、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援でき
る体制を整えた歯科診療所のことです。

歯医者さんが自宅に訪問し、治療やケアをします

歯科衛生士さんも、自宅に訪問します
生涯を通じての口腔ケアにより、「食べる力」「生きる力」を支援・サポートします。

薬剤師さんが自宅に訪問し、指導します

歯科治療 口腔ケア
■むし歯や歯周病の治療
■入れ歯の作製・調整・修理
■口内炎（粘膜疾患）の治療
■摂食嚥下障害の治療・リハビリ　など

■むし歯・歯周病・口臭の予防
■口腔機能の維持・改善
　（食べる、会話、呼吸、表情等）
■誤嚥性肺炎の予防　など

歯科衛生士さんも、自宅に訪問します

■口内炎（粘膜疾患）の治療
■摂食嚥下障害の治療・リハビリ　など

在宅療養支援歯科診療所とは？

歯 科 診 療 所

薬 　 局

えん えん

４　在宅療養を支えるサービスについて

訪 問 看 護

看護師や保健師等が、かかりつけ医の指示に基づいて、「訪問看護ステーション」とい
う拠点から、通院することが困難な人の自宅を訪問し、療養上のお世話や診療の補助
を行うことを「訪問看護」と言います。
かかりつけ医などと連携することで、病状の急変等に備えたサポート体制の充実に役
立ちます。訪問看護を希望する場合は、まずは「かかりつけ医」に相談しましょう。

24時間連絡体制とは、利用者からの相談（電話など）に常時対応でき
る体制のこと、24時間対応体制とは、必要に応じ緊急訪問ができる体
制のことを言います。利用については、事前の説明後、ご本人及びご家
族の同意を得てから行います。

 看護師さんなどが、自宅に訪問し、
サービスを提供します

訪問看護サービスの主な種類
※訪問看護ステーションにより提供できるサービスは異なります。

24時間連絡・対応体制とは？

健康状態の観察

療養上のお世話

医療処置

医療機器の管理

リハビリテーション

精神疾患や
認知症のケア

介護予防

家族への相談・支援

健康状態の確認と状態に応じたアドバイスを行います。
■体温、脈拍、血圧、病状などのチェックと評価など

在宅での療養生活に必要なサポートとアドバイスを行います。
■身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排せつの介助、床ずれのケアなど

主治医の指示のもと、医療処置を行います。
■点滴、注射、たんの吸引、経管栄養、人工肛門・膀胱留置カテーテルの管理など

医療機器の具合や利用方法をチェックし、指導を行います。
■在宅酸素、人工呼吸器などの管理

看護業務の一環として位置づけられたときに、リハビリテーション上のアドバイスや指導を行います。
■日常生活動作の回復・維持向上のための訓練、関節の拘縮予防、嚥下訓練など

健康状態の観察や服薬の調整などにより、生活機能の維持・向上を図ります。
■服薬管理、事故防止など認知症介護の相談・工夫をアドバイス

低下しがちな栄養摂取や運動機能など、介護予防分野についてのアドバイ
スや指導を行います。

介護方法の指導のほか、家族の悩みや疑問などについてアドバイスしたり、
負担を軽減できるように、他職種との連携を図ります。

えん
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４　在宅療養を支えるサービスについて

低下した身体機能をサポートするだけでなく、できるだけ回復させるためのサ
ポートも行っています。その一つが、通院してリハビリテーションを受けることが
困難な人のための訪問リハビリテーションです。
医師の判断と指導の下で、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等のリハビ
リ専門職が自宅を訪問して、機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビ
リテーションを行います。訪問リハビリテーションを希望する場合は、まずは
「かかりつけ医」に相談しましょう。

病気やけが、高齢などにより、身体の不自由さや痛みを感じる人に対し、「座る」「立つ」などの基本動
作ができるように、身体の基本的な機能回復をサポートします。実際には、筋肉や関節を動かす運動
療法、患部を温めたり冷やしたり、電気で刺激を与える物理療法、立つ・歩く・座るなどの日常生活活
動訓練などを行います。
最近では、運動機能低下が予想される高齢者の予防対策やメタボリックシンドロームの予防など、専
門的な支援は、障がいのある人に限らず、健康な人々にも広がりつつあります。また、福祉用具や住
宅改修に関するアドバイスなども行っています。

病気やけが、高齢などにより、日常生活に支援が必要になった人に対し、「指を動かす」「食事をする」
「入浴をする」など、日常生活を送る上で必要な機能回復をサポートします。日常生活動作ができる
ようになるための治療や援助を行うことで、仕事・趣味等「元気な日常生活を送る」ことを支援しま
す。また機能回復に加えて、精神面をサポートするという役割も担っています。

病気やけが、高齢などにより、「話す」「聴く」「食べる」等の機能に障がいがある人に対し、コミュニ
ケーションや嚥下機能の回復をサポートします。
実際には、問題の対処法を見出すために検査や評価を実施し、必要に応じて訓練・指導・助言を行い
ます。さらに、医師や歯科医師の指示のもと、嚥下訓練や人工内耳の調整なども行います。

リハビリ専門職をご紹介します

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

訪問リハビリテーション

えん

えん

介護保険は、介護が必要になっても、高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、できるだ
け自立した生活が送れるよう支援する保険制度です。下記の人がサービスを受けることができます。

■65歳以上で介護や支援が必要と認められた人
■40～64歳の医療保険加入者で、介護保険の対象となる病気（脳血管疾患や末期がんなど加齢に
　よる心身の変化に伴う16の特定疾病）が原因で介護や支援が必要と認められた人

◆4－2　介護保険を利用するには？

介 護 保 険 制 度とは？

介護保険サービス　利用の手順
★生活する上で何か困ることが出てきたら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。
　必要な支援の度合いにより、利用できるサービスは異なります。

相談する

要介護認定を受けます 基本チェックリスト
を受けます

非該当の人要介護
要介護
1～5の人

介護
サービスを
利用できます

介護予防
サービスを
利用できます

介護予防・生活支援サービス事業が利用できます 一般介護予防事業が利用できます

要支援
要支援
1・2の人

生活機能の
低下が
みられた人

自立した
生活が
送れる人

■65歳以上のすべての人
■要介護認定で要支援1・2の認定を受けた人
■基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人

介護予防・日常生活支援総合事業
（新しい総合事業）

基本チェックリストとは
基本チェックリストとは、25の質問項目により、日常生活に必要な機能が低下
していないか判定するものです。介護予防・生活支援サービス事業のみを希望
する場合には、基本チェックリストによる判定で、サービスを利用できます。

※要支援1・2の認定を受けた人は、「介護予防サービス」と「介護予防・
　生活支援サービス事業」の利用が可能です。
　なお、内容が重複するサービスは利用できません。

※65歳以上の人のみ

お住まいの地区を担当する地域包括支援センター又は高松市介護保険課に相談します。
窓口で、相談の目的を伝え、希望するサービスがあればその旨を伝えます。
※利用者本人の身分証明となるもの（運転免許証・被保険者証等）をご持参ください。
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要介護認定の手順

★介護保険サービスを利用する時は、「要介護認定」を受ける必要があります。
※要介護認定は、事業対象者となった後でも申請することができます。

●地域包括支援センター ●居宅介護支援事業者 ●介護保険施設

申請の窓口は、高松市の介護保険課及び総合センター、支所
・出張所等です。本人や家族が申請することができます。

市の職員又は市から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状態などについてお聞
きします。

（65歳以上の人又は、40～64歳までの特定疾病に該当する人）

※次のところでも申請を代行することができます。

①要介護認定の申請

②認定調査

③審査・判定

④ケアプランの作成（居宅介護支援事業所等と契約）

⑤サービスを利用する（サービス提供事業所と契約）

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）等と契約し、本人や家族の希望や心身の状態を十分考慮し、必要な介護サービス
の種類や内容を定めた介護サービスの利用計画（ケアプラン）を作成します。

■「要介護1～5」は居宅介護支援事業所に、「要支援1・2」は地域包括支援センターにご相談ください。

「認定調査」結果と「主治医意見書」を基に公平な審査・判定が行われ、
介護や支援が必要な度合い（要介護度）が決まります。（介護認定審査会）

申請書 市の窓口に置いてあります。

主治医意見書
介護保険の保険証 40～64歳の人は健康保険の

保険証が必要です。

個人番号が確認できる書類及び
身元確認ができるもの（運転免許証等）

※申請から認定に要する期間は30日程度

サービスを提供する事業所と契約し、ケアプラン
に基づいて、各サービスの利用を開始します。

◆4－3　介護サービスについて

介護保険のサービスはどのような種類があるの？

《介護の相談・ケアプランの作成》

介護保険で利用できるサービスには、以下の2つがあります。

要介護1～5の人が介護保険を使って利用できるサービス。

要支援1・2の人が介護保険を使って利用できるサービス。

■要介護1～5と認定された人が利用できるサービス（介護給付）
■要支援1・2と認定された人が利用できるサービス（予防給付）

予防給付とは、介護予防（生活機能を維持・向上させ、要介護状態になるのを予防すること）に適した、軽度者向けの
内容・期間・方法で提供されるサービスです。
介護給付及び予防給付のサービスには、居宅サービス・施設サービスの他に、地域密着型サービスと呼ばれるサー
ビスもあります。住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市
区町村に住民票のある人の利用が基本となります。地域密着型サービス以外のサービスは、他の市区町村にある事
業所や施設の利用も可能です。

ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用す
るためのケアプランを作成します。そのプランに基づいて、適切なサービスが提供されるよ
う、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

介 護

予 防

介 護

予 防

介 護

予 防

介 護

予 防

このマークのあるサービスは、地域密着型サービスです。原則として住民票のある市
区町村以外の施設・事業所のサービスは利用できません。

居宅介護支援（ケアマネジメント）

《自宅を訪問してもらう》

日常生活にサポートが必要な場合などに、必要性に応じて、訪問介護員（ホームヘルパー）が
自宅を訪問し、身体介護（食事、入浴、排せつの介助等）や、生活援助（掃除、洗濯、買い物、調
理等）を行うサービスです。（介護予防訪問介護はH30.3.31まで）

訪問介護（ホームヘルプサービス）

身体が思うように動かせない人や、寝たきりの人が入浴できるよう、移動入浴車などで訪問
し、自宅で入浴の介助を受けるサービスです。寝たままで浴槽に運んでもらうことや体を洗っ
てもらうことができ、入浴前の体調確認なども行われるので、安心して利用できます。

訪 問 入 浴 介 護

ケアマネジャーとはどんな人？
ケアマネジャー（介護支援専門員）は、利用者の希望や心身の状態にあった
サービスが利用できるように導いてくれる、介護の知識を幅広く持った専門
家です。利用者はケアマネジャーを選ぶことができます。ケアマネジャーは、
居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどにいます。

申請に
必要な
もの

認　定 介護を必要とする度合い（要介護状態区分）などが記載された
認定結果通知書と保険証が届きます。

※居宅サービスは、利用できるサービスの量（支給限度額）が要介護度別に定められています。限度額の範囲内でサー
　ビスを利用した場合は、1割又は2割の自己負担です。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額
　自己負担となります。

地 域

※高松市では、介護予防訪問介護は、H28.10月から段階的に介護予防・生活支援サービス事業に移行していきます。

４　在宅療養を支えるサービスについて

※ケアマネジャーについては34ページ参照
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昼間だけでなく夜間も安心して生活が送れるように、夜間帯に訪問介護員（ホームヘルパー）
が利用者の自宅を訪問します。以下の2種類のサービスがあります。

①定期巡回・・・夜間帯（午後6時～午前8時）に定期的に自宅を巡回して行う訪問介護
②随時訪問・・・緊急の際の通報に応じて随時対応する訪問介護

夜間対応型訪問介護

《施設に通って受ける》

《訪問・通い・宿泊を組み合わせる》

《 短 期 間 宿 泊 をする 》

デイサービスセンター等で、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機
能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。
また、他の利用者と触れ合いながら、生活機能向上を目的としたグループ活動やレクリエー
ションなどの趣味活動を行うことで、閉じこもりの防止や、社会的な孤立感の解消を図れるだ
けでなく、介護する家族の負担軽減にも役立ちます。（介護予防通所介護はH30.3.31まで）

通所介護（デイサービス）

介護老人保健施設や病院・診療所等で、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上
のための機能訓練（リハビリテーション）、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けること
ができます。利用者がサービスを提供する施設に通う点では通所介護と同じですが、デイケ
アの場合、医師の指示に基づいて、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のリハビリ専門ス
タッフが中心となってサービスを提供します。

通所リハビリテーション（デイケア）

利用定員18人以下の小規模なデイサービスセンターで、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生
活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。

24時間の介護・看護の定期訪問に加え、緊急の際もオペレーターが24時間対応し、利用者の
心身の状況に応じて、必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。サービスの
提供に当たっては、介護と看護のそれぞれのスタッフが連携を取りながら、訪問介護と訪問看
護のサービスを一体的に行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者
を対象にしたサービスです。 利用者が地域密着型通所介護の施設に通い、食事や入浴等の日常生活上の支
援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。

小規模多機能型居宅介護に看護を加えたサービスです。

認知症の利用者が、デイサービスセンターやグループホームなどに通い、食
事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔
機能向上サービスなどを日帰りで受けることができます。

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、短期入所生活介
護（ショートステイ）の3つの機能を一つの事業所で受けることができるサービ
スです。利用者の状態や希望に応じて、24時間365日サービスが利用できま
す。どのサービスを利用しても、顔なじみの職員がケアを行うので安心です。

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

介 護

地 域

介 護

地 域

介 護

地 域

介 護

予 防

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などに短期間入所して、食事や入浴等の日常生活上の
支援や、生活機能の改善又は維持のための機能訓練などのサービスを受けることができます。
利用者の自立支援のためだけでなく、介護をしている家族の身体的・精神的な休息や、何日間か
家を空けなければならない用事（冠婚葬祭、出張等）の際にも利用することができます。

短期入所生活介護（ショートステイ）

介 護

予 防

介護老人保健施設や介護療養型医療施設（病院、有床診療所）に短期間入所して、医療による
ケアや介護、日常生活の自立を助けるための機能訓練などのサービスを受けることができま
す。短期入所生活介護と同じショートステイの一種ですが、医療的なサービスが主となります。

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

介 護

予 防

介 護

予 防

地 域

介 護

予 防

地 域

地 域

介 護 地 域

介 護

予 防

※高松市では、介護予防通所介護は、H28.10月から段階的に介護予防・生活支援サービス事業に移行していきます。

※要支援1・2の人は利用できません。

※要支援1・2の人は利用できません。

※要支援1・2の人は利用できません。

※要支援1・2の人は利用できません。ただし、当該事業所が、介護予防通所介護事業所の指定（H30.3月31日まで）を併せて受けてい
　る場合は利用できます。また、介護予防通所介護は、H28.10月から段階的に介護予防・生活支援サービス事業に移行していきます。

４　在宅療養を支えるサービスについて

地域密着型通所介護事業所で提供される療養上の世話

の詳細は12ページ参照訪問看護

の詳細は13ページ参照訪問リハビリテーション
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《 施 設 等 で 生 活 する 》 《 福 祉 用 具 を 使 う 》

常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が対象の施設です。食事や入浴等の日常生活の
介護や、機能訓練、健康管理などを受けることができます。

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、食事や入浴等の日常生活上の支援
や、機能訓練などを受けることができます。

指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等を踏まえ、適
切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
■次の13種類が貸し出しの対象となります。原則、要支援1・2の人、要介護1の人は①
　～④のみ利用できます。⑬は、要介護4・5の人のみ利用できます。

①手すり
②スロープ
③歩行器
④歩行補助つえ
　（松葉づえ、多点つえ等）
⑤車いす

⑥車いす付属品
　（クッション、電動補助装置等）

⑦特殊寝台

①腰掛便座（便座の底上げ部材を含む）

②特殊尿器（自動排せつ処理装置の交換部品）

③入浴補助用具
　（入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、
    入浴用介助ベルト等）

④簡易浴槽

⑤移動用リフトのつり具の部分

⑧特殊寝台付属品
　（サイドレール、マットレス、スライディ
　 ングボード等）
⑨床ずれ防止用具
⑩体位変換器
⑪認知症老人徘徊感知機器（離床センサー等）
⑫移動用リフト
　（立ち上がり補助いす、入浴用リフト、
　 段差解消機等）
⑬自動排せつ処理装置

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 福 祉 用 具 貸 与

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

入所定員30人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）で、常に介護が必要な人の入
所を受け入れる施設です。食事や入浴等の日常生活上の支援や、機能訓練、医療上の世話な
どを受けることができます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

指定を受けた入居定員30人未満の小規模な有料老人ホームなどで、食事や入浴等の日常生
活上の支援や、機能訓練などを受けることができます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉
用具を販売します。次の5種類が購入費支給の対象となります。年間10万円が上限で、
その1割又は2割が自己負担です。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

特定福祉用具購入　※購入する前に申請が必要です。

※H27.4月から新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の人になりました。

※H29年度末で廃止される予定です。

病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理の
下での介護や看護、リハビリテーションなどを受けることができます。

急性期の治療後、病状は安定しているものの、長期間にわ
たり療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整っ
た病院で、医療や看護などを受けることができます。

認知症の人を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。家庭的な環境と地域住民と
の交流の下で、食事や入浴等の日常生活上の支援や、生活機能の改善又は維持のための機
能訓練などのサービスを受けることができます。一つの共同生活住居に5～9人の少人数の
利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。

介 護

介 護

介 護

介 護

予 防

※要支援1の人は利用できません。

介 護

予 防

介 護

地 域

介 護

地 域

地 域

介 護

予 防

介 護

予 防

※要支援1・2の人は利用できません。

※H27.4月から新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の人になりました。

４　在宅療養を支えるサービスについて
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高松市独自のサービスで、①現行の予防相当サービスに加え、②緩和した基準による
サービス、③住民主体による支援、④短期集中予防サービスが創設されました。
下記の人が利用できます。

食事をはじめとした健康管理、掃除や洗濯、入浴、排泄など日常生活において介護サービ
スが提供される施設です。常駐する介護スタッフによって介護サービスが提供されてお
り、中には24時間看護など充実した体制が整っているところもあります。

介護付有料老人ホーム（介護スタッフが常駐している）と、住宅型有料老人ホーム（外部サービスを利用す
る）があります。
どちらの有料老人ホームを選んでも、介護サービスを受けることができます。介護付有料老人ホームは、
介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設です。
いずれにおいても、施設によって入居基準が異なるので、事前の確認が必要です。

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

ケアハウス

※基本チェックリストとは、厚生労働省の定めた25の質問項目により生活機能の低下を判定するものです。

■要支援1・2と認定された人
■基本チェックリストの結果、事業対象者と判定された人

平成28年10月
から段階的
に実施

現行の予防相当 多様なサービス

サービス
種別

①介護予防訪問介護
　相当サービス

②訪問型サービスA
（緩和した基準によるサービス）

③訪問型サービスB
（住民主体による支援）

④訪問型サービスC
（短期集中予防サービス）

身体介護 専門職による居宅
での相談指導等入浴介助など

生活援助
掃除、洗濯、買い物など

生活援助
掃除、洗濯、買い物など

生活援助
掃除、洗濯、買い物など

生活援助
草抜き、ゴミ出しなど

サービス
内容等

■閉じこも
りに対する
支援
■必要に応
じ、口腔機
能向上、栄
養改善指導
（6か月間）

■ 自 主ト
レ ーニ ン
グ提案
■ 手 すり
設 置等の
相談
（6か月間）

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

現行の予防相当 多様なサービス

サービス
種別

①介護予防通所介護
　相当サービス

②通所型サービスA
（緩和した基準によるサービス）

③通所型サービスB
（住民主体による支援）

④通所型サービスC
（短期集中予防サービス）

現行の通所介護
と同様 ミニデイサービス等 自主的な通いの場 生活機能改善サービス

内容等

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

介護保険事業所 地域の人々介護保険事業所、シルバー人材センター、
民間事業者、地域の人々、障がい者就労支援センター等

理学療法士、作業療法士、保健師、
歯科衛生士、管理栄養士等

★身体介護 ★生活援助
・洗濯
・掃除
・調理
・買い物

★生活援助 ★専門職による
　相談、指導、助言・草抜き

・ゴミ出し
・電球交換
・大掃除

介護保険事業所、スポーツジム、
スイミングクラブ、民間事業者

「通いの場」
（地域の人々）

・レクリエーション
・デイサービス
・体操、運動
・食事

・交流の場
・体操、運動等

・趣味活動を
 通じた集い
 の場

介護保険事業所、スポーツジム、
スイミングクラブ等

★運動・口腔・
　栄養プロ
　グラム

（6か月間）

◆4－4　住まいのサービスについて

◆介護付有料老人ホーム

介護が必要な人だけでなく、介護は不要という人の両方が対象で、食事などのサービスが提供されます。施設
内に介護スタッフが常駐していないため、介護が必要な人は、外部の介護サービス事業者と契約を結ぶこと
で、施設に入居しながら外部の介護サービスを利用することができます。その場合、自己負担額及びサービス
の利用限度額は、居宅サービスを利用したときと同様となります。

施設面では、原則25㎡以上の床面積とバリアフリー化を、サービス面では
安否確認と生活相談を「最低限のサービス」として義務づけられている施設で、
日中はケアの専門家が常駐しています。介護等のサービスは、運営主体や外部の
事業者と別に契約を結ぶことで提供されます。
※介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設があります。

身体機能の低下等により、自立した日常生活を営むことが不安な人に対し、食事の提供や日常生活上のサー
ビスを行うことを目的とした施設です。原則として、入居対象者は、60歳以上の単身者、又は夫婦のどちらか
一方が60歳以上であることが前提です。所得に応じて費用負担が異なります。
※介護保険制度の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設があります。

◆住宅型有料老人ホーム

介護予防・生活支援サービス事業について

・入浴介助

４　在宅療養を支えるサービスについて
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サ
ブ
セ
ン
タ
ー

主な相談窓口

5　相談窓口一覧

お住まいの
地 区

日　新
二番丁
亀　阜
四番丁
新塩屋町
築　地
花　園
松　島
栗　林
女　木
男　木

高松市保健センター
1階

桜町一丁目9-12 839-2811
（839-2815）

高松市地域包括支援センター
月～金曜日 8:30～17:00（休日・年末年始は除きます）

老人介護支援センター（地域包括支援センターの窓口）
24時間対応

所在地 名　称 所在地 電話番号

831-4498宮脇町二丁目37-21

834-1165西町4-1

811-4670北浜町7-10

837-0307上福岡町2004-1

811-5888福岡町二丁目24-10

862-6516栗林町一丁目3-24
虹の里内

電話番号
（FAX）

さぬき

あかね

玉藻荘

はなぞの園

高松市
社会福祉協議会

ほのぼの

鶴　尾
太　田
太田南
一　宮
川　岡
円　座
檀　紙

ことでん一宮駅前
店舗2階

一宮町503-40 885-4481
（885-4491）

869-1230西春日町1510-1

815-1818太田下町2020-1

886-8168一宮町875

885-3333岡本町527-1

881-6565鬼無町鬼無882-2

西春日

おりいぶ荘

一宮の里

岡本荘

大寿苑

木　太
古高松
屋　島
前　田
川　添
林

旧古高松出張所
高松町2581-2 841-7791

（841-6421）

832-5400木太町3308

868-0720林町76-14

844-9090高松町1350-22

法寿苑

さくら荘

香色苑

三　谷
仏生山
多　肥
川　島
十　河
西植田
東植田

848-6451
（848-6491）

889-1091仏生山町甲3100-2

815-2000多肥上町1423-1

848-0800十川西町1234-1

849-1333西植田町4212-1

竜雲舜虹苑

なでしこ香川

すみれ荘

高松さんさん荘

香　西
弦　打
鬼　無
下笠居

882-7401
（882-7491）

802-3126鶴市町241

881-6565鬼無町鬼無882-2

881-8666中山町741-1

ヨハネの里

大寿苑

ハピネス

香　川
香　南
塩　江

879-0991
（879-0961）

840-5133香川町大野450高松市社会福祉協議会香川
879-7294香南町横井1028
893-0440塩江町安原上東99-1

高松市社会福祉協議会香南
高松市社会福祉協議会塩江

国分寺 874-8961
（874-8971） 875-9294国分寺町新居1150-1高松市社会福祉

協議会国分寺

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
・
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
連
絡
先

一

　宮

古
高
松

山

　田

勝

　賀

香

　川

山田支所南側
川島本町191-13

ふれあい福祉センター
勝賀

香西南町476-1

香川総合センター内
香川町川東上1865-13

牟　礼
庵　治

845-5711
（845-5391）

845-4417牟礼町大町2555-2守里苑

870-3500庵治町4151-7あじの里

牟

　礼

国
分
寺

牟礼総合センター内
牟礼町牟礼302-1

国分寺町新居1298
国分寺総合センター内

 ５ 相談窓口一覧

※平成29年2月1日現在

事業内容 担当課

◆在宅福祉サービスについて ◆長寿福祉課

TEL：839-2346
高齢者のための各種福祉サービス、老人福祉施設の利用、日常生
活の様々なご相談など

市役所2階22番窓口

◆たかまつ介護相談専用ダイヤル
高松市にお住まいの高齢者に関する介護や生活等のご相談など
（24時間365日受付）

◆介護保険サービスについて
介護保険の利用、介護保険料など介護保険制度全般のご相談

◆医療相談（相談や苦情など）

◆生活保護制度の相談

◆市政・一般・専門相談
　各種相談機関のご案内

◆各地区民生委員児童委員への生活相談
担当の民生委員児童委員については、担当課へお問い合わせく
ださい。

◆介護保険課

TEL：839-2326
市役所1階27・28番窓口

◆生活福祉課

TEL：839-2343
市役所2階21番窓口

◆高松市医療安全支援センター

TEL：839-2860
高松市保健所保健対策課

◆後期高齢者医療制度について
75歳以上の人、65歳以上の一定の障がいがある人で認定を
受けた人の医療保険の利用、保険料など後期高齢者医療制
度全般のご相談

◆国保・高齢者医療課

TEL：839-2315
市役所1階9番窓口

◆健康福祉総務課

TEL：839-2372
市役所6階

◆市民相談コーナー

TEL：839-2111
市役所1階

0120-087-294
フリーダイヤル

◆高齢者に関する相談やお困りごとについて
お住まいの地区を担当する地域包括支援センター等をご利用ください。

847-3131前田西町683-7弘恩苑

844-8617屋島東町408-1逅里苑
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６　在宅医療コーディネーターについて

患者さんの在宅生活の継続を基軸に、医療サービスと介護サー
ビスを調整する「調整の支援」と、患者・家族との対話により、そ
の人らしく生きるための支援である「意思決定・表明の支援」を
行うことにより、患者さんの受ける医療サービスと介護サービ
スの橋渡し役を務めることを目的として、平成27年度から養成
しています。

●在宅医療コーディネーターとは？

６ 在宅医療コーディネーターについて
※平成28年9月末現在

HHC : Home Health Coordinator
 (在宅医療コーディネーター）

電話番号部　署所属施設名

高松市歯科医師会 高松市福岡町三丁目36-23 新井多加代 歯科衛生士 事務局 851-1166

あさひクリニック 高松市観光町538-2 池田直美 看護師 831-0280

赤井香西診療所 高松市香西東町433-1 出原慎太郎 介護福祉士・生活相談員
・介護支援専門員 赤井デイケアセンター希望の輪 832-8027

地域医療機能推進機構りつりん病院 高松市栗林町三丁目5-9 一ノ瀬郁子 医療ソーシャルワーカー 地域医療連携室 862-3171

樫村病院 木田郡三木町平木56-7 植田えみこ 介護支援専門員・看護師 春風介護支援事業所 891-9255

高松市社会福祉協議会 高松市福岡町二丁目24-10 大川裕子 介護支援専門員 生活支援課 811-5666

オサカ病院 高松市香川町浅野272 大西菊美 看護師 看護部 889-0703

高松市民病院 高松市宮脇町二丁目36-1 川口直行 医療ソーシャルワーカー 地域医療連携室 834-2181

いがわ医院 高松市藤塚町一丁目11-1 神原良宏 介護支援専門員・作業療法士 介護部門 834-6892

高松赤十字病院 高松市番町四丁目1-3 北原　愛 医療ソーシャルワーカー 地域医療室（医療社会事業部） 831-7101

高松市地域包括支援センター 高松市桜町一丁目9-12 合田智代 保健師 839-2811

滝宮総合病院 綾歌郡綾川町滝宮486 小谷克子 看護師 総合支援センター 876-1145

香川県立中央病院 高松市朝日町一丁目2-1 小西佐登美 看護師 看護部 811-3333

田井メディカルクリニック 高松市田村町332-4 田井美由紀 薬剤師 866-7311

百石病院 高松市屋島西町1937-1 高本幸子 准看護師 843-6121

溝渕クリニック 綾歌郡綾川町滝宮555-1 田中久美子 准看護師 876-0056

キナシ大林病院 高松市鬼無町藤井435-1 田中真理 看護師 881-3631

整形外科吉峰病院 高松市番町一丁目4-13 土田健司 医療事務・病棟クラーク
・診療情報管理業務 医事課 851-8775

株式会社　ウェルネス香川 高松市藤塚町三丁目19-40 長尾知恵 介護支援専門員 ウェルネス第1事業所 861-8265

（株）西日本ファーマシー介護事業部 高松市春日町1642-1 永岡誠司 理学療法士 ＮＰデイサービスやしまリハビリステーション 843-9300

おさか脳神経外科病院 高松市三名町378-1 名越　修 看護師 2Ｆナースステーション内 886-3300
訪問看護ステーション亀 高松市仏生山町甲185-4 原田　愛 訪問看護師 訪問看護 888-7774

シルバーステイツせとなぎ 高松市花園町一丁目6-2 東原哲也 看護師 861-2212

高松協同病院 高松市木太町4664 藤原勝之 医療ソーシャルワーカー 地域ケア部 833-2330

久米川病院 高松市新田町甲474-3 前川伸子 看護師 地域連携室 844-3111

香川県済生会病院 高松市多肥上町1331-1 松浦妙子 医療ソーシャルワーカー 地域連携室 868-1551

高松市医師会看護専門学校 高松市松島町一丁目16-20 光家留美 看護師 831-9585

綾川町国民健康保険　綾上診療所 綾歌郡綾川町山田下3352-1 三村由美子 看護師・介護支援専門員 ケアプランきまい 878-2002

ライム調剤薬局 高松市香西東町326-1 吉岡貴代 薬剤師 在宅支援薬局ライム 881-4111

庵治整形外科・内科医院 高松市庵治町619 吉見明子 准看護師 871-3801
屋島総合病院 高松市屋島西町2105-17 和田有加 医療ソーシャルワーカー 地域医療連携室 841-9141

綾川クリニック 綾歌郡綾川町陶4511-1 渡邉厚子 看護師 876-5151

氏　名 職　種住　所

認知症に関する相談窓口

高松市認知症初期集中支援チームについて

事業内容 担当課

◆もの忘れ・認知症相談（予約制）

◆かがわの認知症高齢者支援サイトで検索
www.pref.kagawa.lg.jp/choju/support/

◆香川県長寿社会対策課

◆地域包括支援センター

◆若年性認知症コールセンター

TEL：839-2811

TEL：0800-100-2707

もの忘れが気になる人や認知症やその家族等に対して
専門医による個別相談を行います。

◆認知症の専門医療機関
県が公表している認知症の専門医療機関です。

◆若年性認知症に関する電話相談
【受付】月～土曜日
◎10時から15時（年末年始・祝日を除く）

TEL：832-3271

認知症又はその疑いがある人やご家族のご家庭を、認知症の知識を持つ専門職（専門医、看護師、介護福祉士
等）が訪問して、必要に応じたサポート（認知症に関する情報提供や医療機関への受診、介護保険サービスなど
の利用につなげるための支援）を行います。

まずは、最寄りの地域包括支援センター・サブセンターにご相談ください。（24ページ参照）

高松市内の3か所の医療機関に設置しています。（平成28年10月現在）
設置されたチームの専門職が、地域包括支援センターから連絡を受けて
ご家庭を訪問し、支援します。

●認知症初期集中支援チームとは

例えば・・・
◆認知症の診断を受けたいが、本人が拒否します。　◆認知症の治療を中断しています。
◆認知症で、介護サービスを利用したいけれど、なかなかできません。
◆認知症かなと思うのですが、なかなか病院に行けません。

●対象となる人

●認知症初期集中支援チームの設置場所について

【40歳以上の高松市民で、自宅で生活されており、認知症の症状などでお困りの人】

も
し
か
し
て

認
知
症
？

5　相談窓口一覧
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成年後見制度、財産管理に関する相談について

日常生活自立支援事業を利用したいときは？

高松市亀井町２-１ 朝日生命高松ビル７階

高松市寿町二丁目3-11

高松市丸の内2-22

高松市西内町10-17

高松市亀岡町1-60

丸亀市飯山町上法軍寺2611

813-3536

050-3383-5570

822-3693

821-5701

862-1040

0877-98-0854

861-8883

861-0546

839-2811

電話番号

名　称
香川県社会福祉協議会
権利擁護・成年後見支援センター
高松市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業担当

高松市番町一丁目10-35

高松市福岡町二丁目24-10

861-8883

811-5250

電話番号

成年後見制度とは、認知症や精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人に対して、本人の財産や権利を守る援
助者を選ぶことで、法律的に支援する制度です。この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

日常生活自立支援事業とは、認知症や精神障がいなどにより、日常生活上の判断に不安があり、福祉サービスの利用
方法がわからなかったり、預貯金の出し入れなどに困ったりしている人に、福祉サービスの利用手続き、日常生活費の
管理（公共料金の支払い等）、大切な書類の管理などを支援する事業です。

７ 権利擁護関係相談先一覧

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（後見人・保佐人・補助人：本人の判断能力の程
度によって分かれます）が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を
したり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人の同意を得ないで行った
不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって支援します。

法定
後見制度

本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、誰に、
どのような支援をしてもらうかを公証人の作成する公正証書で契約を結んでおき、判断能
力が低下した後に、本人の意思に従った適切な支援をしてもらう制度です。

任意
後見制度

★成年後見制度、財産管理に関するお問い合わせ先

★日常生活自立支援事業に関するお問い合わせ先

高松市番町一丁目10-35

高松市番町一丁目10-35

高松市桜町一丁目9-12

７　権利擁護関係相談先一覧

香川県司法書士会
（成年後見センター・リーガルサポートかがわ）

名　称

高松公証役場

法テラス香川

香川県弁護士会

香川県社会保険労務士会

香川県社会福祉士会
（権利擁護センター・ぱあとなあ香川）

香川県社会福祉協議会
権利擁護・成年後見支援センター

ＮＰＯ法人　後見ネットかがわ

高松市地域包括支援センター

住　所

住　所

高松市夜間急病診療所が毎日診療をしています。入院が必要な重症の人には、二次救急医療を紹介します。夜間の医療

医療機関が当番制で対応しています。休日（日曜･祝日など）の医療

高松市歯科救急医療センターが、夜間や休日に、歯科診療を行っています。夜間･休日の歯科医療

■高松市夜間急病診療所
【診療時間】19：30～23：30
【診療科目】内科･小児科（毎日）、眼科（土曜日）、耳鼻咽喉科（木曜日）

【所在地】高松市松島町一丁目16-20（高松市医師会館1階）
【TEL】087-839-2299　【FAX】087-839-2298

※外科的な診療は行っておりません。

■休日当番医・休日当番薬局 
【診療時間】 9：00～18：00（医療機関によって異なりますので、事前にご確認ください）
【診療科目】 内科、外科、小児科、耳鼻科又は眼科など 
【医療機関・薬局】 当日の新聞（朝刊）、広報たかまつ（毎月１日号）に掲載
ホームページ　  医療ネットさぬき　 http://www.qq.pref.kagawa.jp/
　　 　　　 　  　　　　　　　      http://www.qq.pref.kagawa.jp/mb/（携帯サイト）

■高松市歯科医師会　高松市歯科救急医療センター
【診療時間】
◇夜間　月曜日～土曜日     19：30～22：00　※祝日及び年末年始は休診
◇休日　日曜･祝日    　     9：00～12：00　13：00～16：00
※年末年始（12/30～1/3）　9：00～12：00　※お盆（8/13・14・15）　9：00～12：00　13：00～16：00
【所在地】高松市福岡町三丁目36-23　【TEL】 087-851-1167

■高松市薬剤師会　会営薬局松島
【開局時間】平日 10：00～23：30／土・日・祝 19：30～23：30
【所在地】高松市松島町一丁目16-20（高松市医師会館1階）
【TEL】087-863-6003　【FAX】087-863-6004

～ 初 期 救 急 医 療 の ご 案 内 ～

8 救急相談・医療機関案内

★急な病気・けがで受診を悩んだら、
　まずお電話を!
◆香川県小児救急電話相談〔15歳未満〕

☎#8000 又は087-823-1588 ☎087-812-1055
◆香川県一般向け救急電話相談〔15歳以上〕

夜間の急な病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がい
いのかなど、判断に迷ったときに、看護師等への電話による相談ができ
ます。あくまでも電話によるアドバイスです。診断・治療はできませんの
で、あらかじめご了承ください。

受付時間
毎日/19時～翌朝8時

医療機関で受診する際のお願い
地域の中核病院は、夜間・休日は入院や手術が必要な重症患者の緊急の受け入れのため、限られたスタッフで
救急体制を確保しています。しかし、時間外の来院患者の多くは、入院を要しない軽症の患者であり、このまま
では、救急医療に支障が生じるとの声が聞かれます。夜間や休日で症状が軽い場合は、翌日にかかりつけ医に
受診いただくか、夜間診療所や休日当番医に受診ください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

医療ネットさぬき
携帯サイト

高松第一学園

至 高松競輪場

至 屋島

至 片原町

今橋駅

瓦町駅

たかまつ
ミライエ合同庁舎

高松中央
高校

国道11号線

高松商業高校
夜間急病診療所
会営薬局松島
（高松市医師会館1階）

フ
ェ
リ
ー
通
り

観光通り
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8　救急相談・医療機関案内
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がん患者会について

香川県内には、現在8つのがん患者会があり、がんを経験した患者や
家族の方が、がんサロンや医療者を交えた講演会や相談会、食事会や
研修旅行など、さまざまな活動を通して支え合っています。

※各患者会の連絡先は下記のとおりです。（個人宅もありますので、おかけになる時間帯につ
いてはご配慮ください。）

がんに対する不安や生活上の悩みを分かち合うことで前向きな気持ちにな
り、納得のいく選択もできるようになります。自分だけで悩むのではなく、患
者会に足を運んでみませんか。

■がん全般
①香川がん患者会　さぬきの絆 ☎ 080-3925-4490
②香川がん患者　おしゃべり会 ☎ 090-2784-9324（会長）

（会長）

（会長）

■喉頭がん・食道がん
③香川喉友会（こうゆうかい） ☎ 087-865-5729

■直腸がん・大腸がん・膀胱がん
④日本オストミー協会香川県支部 ☎ 0879-24-3089（支部長）

■乳がん
⑤あけぼの香川 ☎ 090-7703-2814

（外科外来）⑦高松赤十字病院　笑美の会（えみのかい） ☎ 087-831-7101

⑥たけのこ会 ☎ 087-867-0205
（たけべ乳腺外科クリニック）

（代表）

■小児がん家族会
⑧がんのこどもを守る会　香川支部 ☎ 087-822-2305

患者会に連絡がとれない場合や患者会全般についてはこちら↓

（直通　香川県予防医学協会内）がん患者会ネットワーク香川
上記8つのがん患者会が所属したネットワークの会です。

☎ 087-868-5578

まずはお気軽にご連絡ください。 がん患者会ネットワーク香川　事務局　藤田純子

かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師
お薬手帳 持って安心!

お薬が沢山ありすぎて分からない・・・

お医者さんで処方された薬、きちんと飲めていますか？薬の種類が多くて、どの薬をいつ
飲んでいいのかわからない。内科・整形外科・皮膚科・・・それぞれの先生から処方され
た薬の飲み合わせや、同じ効能の薬が処方されてないか心配。薬局やドラッグストアで買
った薬やサプリメントも飲んでいるけど、一緒になっても大丈夫？

薬が残っていませんか？

古い薬が残っていませんか？まだ、使える薬が余っていませんか？一度、薬の整理をしま
しょう。薬剤師がお手伝いします。

薬の飲み忘れ、飲み間違いが心配・・・

「朝食後、夕食後」など、薬を飲む時間ごとに１つの袋に薬を包むこと（一包化）で、飲み忘
れや飲み間違いを防ぐことができます。別々のお医者さんから処方された薬を一緒に包む
こともできます。服用時点ごとに小分けできるポケットのついた「お薬カレンダー」や「お薬
ケース」が市販されています。薬局でご相談ください。わからないことや心配なこと
は、かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師にどうぞ、ご相談ください。

お薬手帳をつくりましょう！

お薬手帳は、あなたの使用した薬の歴史が分かる大切なものです。アレルギー、副作用の
経験があれば、必ず書いておきましょう。お薬手帳は１冊にまとめ、医師や薬剤師に必ず
見せてください。常に携帯しておくと安心、災害時には大変役立ちます。
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訪問看護を受けるには?
●訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。
●介護保険の該当／非該当は、年齢、病名などで違ってきます。
介護の必要性が低く、「非該当」と判定されると、介護保険からの給付を受ける
ことはできませんが、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要
な訪問看護を医療で受けることができます。

●要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適用される場合があります。
「急性増悪期(急に症状が悪化した場合)」、「厚生労働大臣が定める疾病等の利用
　者」等に該当する場合は、医療保険から訪問看護を受けることになります。
●担当のケアマネジャーに現在困っていることを伝え、訪問看護などのサービスの
利用を検討してもらいましょう。

●担当のケアマネジャーがいない場合は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。
かかりつけ医がいなかったり、相談先がわからない場合は、高松市の相談窓口（
23ページ）に相談してみましょう。

●そろそろ退院のお話が出て、在宅での生活に不安を持たれたら、病院の「地域連
携室」の窓口へご相談ください。

～在宅療養支援サービス～

主　治　医
地域連携室

かかりつけ医

連携・指示書

連携・指示書

訪問看護
ステーション

往診

居宅介護支援事業所 通所介護
訪問介護

ケアプラン作成

訪問看護
ケアプラン作成

連絡･調整

協働

通所

《在宅療養の利用者様》

介護保険制度の改正により介護保険制度の改正により

新しい総合事業が始まりました!平成28年
10月から

新しい総合事業が始まるとどうなるの？

お問い合わせ先：高松市健康福祉局　長寿福祉部
長寿福祉課　地域包括ケア推進室 TEL：087-839-2345

【対象者】
要支援1・2の

判定を受けた人等

平成28年9月まで 平成28年10月から

要
介
護
1
〜
5
の
人

要
支
援
1・2
の
人

介
護
予
防
が
必
要・元
気
な
人
な
ど

要
介
護
1
〜
5
の
人

要
支
援
1・2
の
人

介
護
予
防
が
必
要・元
気
な
人
な
ど

介護サービス

介護予防サービス

介護予防事業

介護予防サービス

新しい総合事業

介護サービス

■訪問介護
■通所介護
■訪問看護
■訪問リハビリテーション
■福祉用具貸与　など

介護予防に関する
運動教室など

■訪問看護
■訪問リハビリテーション
■福祉用具貸与　など

これまでと同じ

これまでと同じ

訪問介護・通所介護 介護予防・生活支援
サービス事業

■訪問型サービス
■通所型サービス

一般介護予防事業

介護予防に関する
運動教室　など

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
訪
問
介
護
と

通
所
介
護
が
、新
し
い
総
合
事
業
の

介
護
予
防・生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

に
移
行
し
ま
し
た
!

※新しい総合事業の詳細については、21ページをご覧ください。
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何はともあれ「口腔ケア」!
◆「8020（ハチマルニイマル）」とは・・・
80歳で20本（以上）歯を残そうという運動です。現在、達成率は約40％！

今後、医療や介護・福祉等、各分野で「自立」は重要課題となります。
この課題を克服するチームの一員として「歯科」をご活用ください。

◆「8020」の人と、「歯がほとんどど無く、入れ歯も入れていない
人」を比べると・・・

◆「自立支援介護」の基本ケアは、「水分・食事・排便・運動」

◆何はともあれ「口腔ケア」！
「むし歯」も「歯周病」も「口腔機能低下」も予防できる疾患です！

「かかりつけ歯科医」がいない人は、いる人に比べ、

元気なうちに「かかりつけ歯科医」を持ち、定期健診を受け、口の機能や清潔を維持す
るための予防法を実践してください！幸せな時間をより長くすることができます！

認知症を発症する確率が「1.4倍」高くなります。
定期健診を受けていない人は、受けている人に比べ、
大事な歯を失う確率が「約2倍」高くなるというデータもあります。

◆ 元気なうちから、「かかりつけ歯科医」を持ち、定期健診を受けましょう！

「歯がほとんど無く、入れ歯も入れていない人」は、

①転倒のリスクが、「2.5倍」高くなります。

②認知症発症のリスクが、「1.9倍」高くなります。

③要介護のリスクが「1.2倍」高くなります。

④月あたり平均医療費が約1万5千円多く必要となります。
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居宅介護支援・介護支援専門員
（ケアマネジャー）とは？

在宅介護のパートナーとして、要介護者や家族からの相談に応じ、
要介護者一人ひとりのケアプランを立てます

介護支援専門員（ケアマネジャー）は、要介護者や家族から生活全般に関する相談を受け、心身の状況に応
じたサービスが適切に提供されるようサービス担当者等と連絡調整を行い、要介護者がその有する能力に
応じて、自立した日常生活を送れるようにサポートする専門職です。

インテーク面接等で、要介護者や家族の今後の生活のあり方（意向）や人生の目標を、一緒に考えます。
①インテーク（ 面接 ）

要介護者の心身の状態や生活全般の解決すべき課題（ニーズ）を明らかにし、課題を分析します。
②アセスメント（ 要介護者のニーズの把握・心身の状態等の課題分析 ）

要介護者のニーズやアセスメントに基づき、自立支援にそったケアプランの原案を作成し、サービス担当者等の連絡
調整を行います。

③ケアプラン（ 介護サービス計画 ）の作成

要介護者の今後の生活のあり方や人生の目標を実現するために、どのような目標を立て、どのような支援を行えばよ
いのかを、要介護者、家族、サービス担当者等が集まって会議をします。その後ケアプランの作成と要介護者・サービ
ス担当者等への交付を行います。

④サービス担当者会議

サービスを提供するなかで、要介護者の今後の生活のあり方（意向）や人生の目標に変更・改善すべきところがないか
を常に確認し、モニタリング（再評価）をして、ケアプランの見直しを行い、継続的な管理を行います。

⑤モニタリング

今後、住み慣れた地域で高齢者等ができる限り自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まいを中心として医
療・介護・予防・生活支援といったサービスを一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築に向けて、その人が心身
の状況に応じて最適なサービスが受けられるように、個々のサービスの連絡・調整だけでなく、「必要だが地域には無
いサービス」を創出していく取組も考えています。

⑥要介護認定等の申請代行

①インテーク（面接） ② アセスメント

⑤ モニタリング

③ ケアプラン
（原案）の作成

④サービス担当者会議
ケアプランの作成と要介護者・サービス担当者等への交付

ケアプランの実施
サービスの提供

介護支援専門員（ケアマネジャー）の役割と流れ

～ケアプランの実施、サービスが提供される～

《ケアマネジメントの流れ》

　我が国では、高齢化の急速な進展により、医療ニーズの高い高齢者や重度の要介

護者が増加を続けており、それに伴い、医療や介護のサービスを受けられる方々の

ニーズも多様化しています。

　これらの方々が、今後も住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるためには、多

様化するニーズに応えるとともに、効率的にサービスを受けられるよう、それぞれの

サービスをつなぐ仕組みづくりが求められています。

このため、本市では、医療・看護・介護・福祉等の専門職が連携し、情報を共有しな

がらサポートしていく体制を構築し、高齢者を地域全体で支えていくことが重要で

あるとの認識の下、この度、在宅医療・介護を支える病院・診療所、歯科診療所、薬

局、訪問看護、介護保険事業所のほか、有料老人ホーム等の住まいや、家事援助等の

インフォーマルサービスの情報を一冊にまとめた「高松市在宅ケア便利帳」を作成し

ました。

　この便利帳が、医療・介護・住まい・介護予防・生活支援を一体的に提供する「地域

包括ケアシステム」の構築に向け、安心して医療と介護が受けられる地域づくりの一

助になれば幸いです。

　最後に、この便利帳の作成に当たり、貴重な御意見や多大な御協力をいただきま

した吉澤委員長を始めとする高松市在宅医療連携会議の委員並びに高松市医師会

など、関係団体の皆様に心から感謝申しあげます。

～はじめに～

高松市長　大　西　秀　人

　平成２9年２月
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